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注意：中国最新の自動車分野、コネクテッド・自動運転・シェアリング・新エネ車（CASE）
を中心に、当社研究員のアンテナに引っかかったもの都度レポーティング。その中から厳選
したものを半年に一回を目処に送付させていただきます。不特定多数の第三者に触れるよう
な方法（メディア掲載・SNSによる拡販など）を除き、御自由に周囲の方々にシェアしてい
ただいて構いません。
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注意：本資料に使用している写真・イラストなどは、御社内での研究・開発への使用を前提
としたもので、社外に公表・公開するための著作権は一切所有しておりません。何卒ご理解
の上、お取り扱いには細心の御注意をお願いいたします。
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Connected
・ファーウェイ独自「HarmonyOS(鴻蒙)」、車載等IoT時代向け
・車載版WeChat、長安汽車のニューモデルで2019年中に実現へ
・BMW、中国政府直属機関とICV領域で協業、エコシステム巨大化
・NavInfo、2021年にBMW車にリアルタイム更新の高精度地図
Autonomous
・バイドゥ、2019年末に湖南長沙で自動運転タクシーを一般公開
・バイドゥ自動運転が西部進出、重慶市とMoU締結で無人タクシー
・滴滴が2019年中に上海市嘉定で自動運転の無人タクシーを開始
・トヨタ、自動運転の新興企業Pony.aiと提携、加速する中国進出
・広州市、生物島を中心に5GによるICVのMaaS実証エリア構築へ
・広州で日産リーフ2を自動運転車に改装して無人タクシー事業へ
・湖北武漢市にICVモデルエリア、自動運転商用ライセンスを発行
・重慶市に5G自動運転道路モデル運営基地、長安汽車レベル4車両
・米シリコンバレー発中国系AutoXが上海嘉定で自動運転タクシー
・自動運転Human Horizons、日本拠点開設、アイシン等と提携
・独中両国首脳、自動運転やAIの国際標準制定で協力意向を明確化
Shared
・広州汽車、テンセントに加え、DiDiとともに配車サービス新会社
・トヨタがDiDiに6億ドル出資、GTMCと合弁、多角化のリソース
Electric
・トヨタ、一汽と広汽の中国二大合弁と改めて電動化・IC戦略協業
・トヨタ、また中国企業にFCVの基幹部品を供給へ、どんな企業？
・「豊亜迪、好きですか？」トヨタとBYDの共同開発の行く末は？
・奇点汽車のCTOに宇野高明氏が就任、19年中に量産車を納車開始
・中国新興EVメーカーの現在の立ち位置、納車数や量産モデル発表
・サッカー爆買いで知られる広州恒大がNEVも、4兆円強投資発表
・不動産系企業の中国NEV参入、すでに10社約6兆円も前途多難か
・やはりバッテリーに問題、自然発火続発のNIOがes8をリコール
・相次ぐNEVの自然発火事故で「電池」品質に対する注目再び増す
・トヨタ-CATLだけではない、韓国バッテリー大手2社が中国接近
・長江汽車で従業員の給料未払い問題、貴重なEV生産資格保有企業
・米テスラ上海ギガファクトリー、市政府全面バックアップで完成
・中国NEV市場、合資系シェアが13％に急増、2020年に40％に？

注意：当社研究員は日々関連情報をウォッチしており、その都度、小ト
ピックにまとめております。各スライドにはその日付を付しております
が、本レポートにまとめるに際して、テーマ順に並べており、記載の日
付は順不同となっております。

目 次

Others
・アリババ爆買いで進む中国モビリティサービス大変革の変遷とは
・自動車部門を昇格させたファーウェイ、その車エコシステムは？
・エコシステム拡充に努めるNavInfo、CES Asiaでも新提携発表
・第二のファーウェイ？ ドローン最大手深圳のDJIが米国で批判
・DJI、スムーズ走行・対戦も可能なロボット発売、日本でも浸透
・データで見る中国のフードデリバリー市場、美団が圧倒的存在感
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ファーウェイ独自「HarmonyOS(鴻蒙)」、車載等IoT時代向け

2019年08月11日

華為(ファーウェイ)は2019年8月9日、2019年グローバル開発者カン
ファレンスで独自OSとしてHarmonyOS(中国語：鴻蒙)を発表した。
ファーウェイが総力を挙げて7年もの間研究を重ねてついに発表された
もの。米国との関係から、GoogleのAndroidが使えなくなる可能性が
ある中での予防措置のみならず、アップルのiOSを含めて、それらを
上回る利便性がある、とされている。

ファーウェイのコンシューマー・ビジネス・グループの余承東CEOは、
「オールシーンのスマート時代の到来に伴い、ファーウェイはOSのプ
ラットフォーム間の互換性を高める必要があり、すべてのシーン、幅
広いデバイスをサポートした、低遅延かつ高セキュリティー能力を備
えたHarmonyOSの開発を進めた」という。また、「HarmonyOSの
出発点は、Android、iOSとは全く違い、全く新たなマイクロカーネル
に基づく、オールシーン向けの分散型のOSである」とした。

余CEOは、「HarmonyOSはいつでも使うことができるが、エコシステムを考慮した場合、
ファーウェイは引き続きAndroidをサポートし、優先してAndroidを利用する」とした。
「Androidが利用できなくなった時に、HarmonyOSはいつでも起動できる」とした。
HarmonyOSもAndroid同様、オープンソース化が図られる。

AndroidやiOSが基本的にはスマートフォン専用OSであるのに対して、HarmonyOSは開発段
階からスマートフォンに限らない、IoT向けOSとして企画されたという。0.005秒という低遅
延、さらなる低遅延化が目指され、スマホのみならず、自動運転、インダストリアルオート
メーション、プリント基板、スイッチ、データセンターなどでの応用も検討されている。

また、次世代の移動体通信規格である5Gとの相性も考慮されている。2025年には全世界で基
地局が6500万ヶ所整備され、28億人がユーザーになるとされる5Gに対して、積極的にサ
ポートしていくという。また、同年にはコネクテッドの進化系C-V2Xが全世界の車両の15％
を占めることも予想され、車載OSとしても検討されている。通信を基盤に、その枠にとらわ
れない、IoT全体、つまり生活全体に奉仕するOSという位置付けになりそうだ。

出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/96717
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2018年10月18日に行われた世界スマートコネクテッドカー大会において、ポニー・
マーCEOは、車載版WeChatサービスの研究開発に注力していると発表、しかし安全
性を考慮し、ローンチを遅らせることも併せて言及していた。

2019年5月22日に行われた騰訊全球数字生態大会(Tencent Global Digital 
Ecosystem Summit)で、騰訊車聯の鐘学丹総経理は、コネクテッドカーのエコシス
テムソリューションに言及、車載版WeChatサービスを中心に、ドライブシーンに適
したソーシャルサービスを提供し、音声操作、ハンドルのスイッチによるWeChat起
動、WeChatの位置情報機能によるナビゲーション等の機能があるとし、車載版
WeChatを搭載するコネクテッドカーが2019年中にも誕生すると発表していた。

今回、車載版WeChatを搭載したOSは2018年7月に長安汽車とテンセントによる合
弁会社が開発したもので、TINNOVE OSと呼ばれる。常識的に考えれば、2020年以
降も、長安汽車がリリースするモデルにはすべてTINNOVE OSが搭載されることに
なりそうで、車載版WeChatがコネクテッドの方面でどのような役割を発揮していく
ことになるのか、注目される。

車載版WeChat、長安汽車のニューモデルで2019年中に実現へ

2019年08月31日出典： https://baijiahao.baidu.com/s?id=1642984387472325472&wfr=spider&for=pc

テンセントの馬化騰(ポニー・マー)CEOは2019年8月26日、重慶市で開催され
た中国国際スマート産業博覧会2019で講演、テンセントは長安汽車(Changan
Automobile)と連携し、長安汽車がまもなくリリースする新車種において、車
載音声アシストサービス搭載のWeChatを発表することを明らかにした。これ
を受けて、長安汽車の株価は一時、ストップ高に急接近するほど急騰、自動車
会社の株価も左右する中国テックの存在感も示すことになった。

当該サービスはテンセントのWeChatチーム主導で、テンセント傘下の騰訊車
聯(Tencent Auto Intelligence)と共同開発したという。車載版WeChatサービ
スは、WeChatの通信ツールとしての立ち位置に戻り、機能を簡素化。メッ
セージの再生と返信、未読メッセージの確認、送信、及び音声通話等の機能の
みで、モーメンツの確認、紅包、スタンプ等の機能は搭載されない。また、使
用方法も従来のWeChatと異なり、車載版は音声入力とボタン操作の両方が取
り入れられ、ドライバーが走行中でもスムースに操作できる、という。テンセントの馬化騰(ポニー・マー)CEO

総資産300億ドルともされる、アジアの代表的な富豪
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BMW、中国政府直属機関とICV領域で協業、エコシステム巨大化

2019年09月07日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/98644

メルケル独首相が訪中している間、BMWのハラルド・クルーガーCEO
も訪中、2019年9月6日、中国信息通信研究院と「インテリジェンス・
コネクテッド・ヴィークル(ICV)領域の協力に関する覚書」を締結した。
BMWはこれを機に、中国におけるICVの研究開発を強化する。

この覚書によれば、BMWの中国における研究開発機関、宝馬(中国)服務
有限公司がBMW側の主体となる。ICV領域において、中国でのイノベー
ションと産業化を進め、業界を跨ぐエコシステムを共同で構築、次世代
モデルの発展の基盤とする、という。情報共有の強化、共同研究の展開、
自動運転データの連結、次世代無線通信ネットワークやスマート交通シ
ステムでの協力、インダストリアル4.0、インダストリアルインター
ネット、スマートシティ、情報セキュリティーなどの領域における、独
中協力の象徴を目指す。

中国信息通信研究院は工業・情報化部(工信部)が直接に管轄する、中国
の国家戦略としてのICT分野における最高峰のシンクタンク。BMWとし
ては、中国信息通信研究院の技術やネットワークのみならず、工信部と
の連携も強化する狙いがあるとみられる。

BMWは中国を最重要市場と位置付け、合資比率の自由化を受けて、真っ
先にこれに対応した一社。中国合弁の華晨宝馬の出資比率を引き上げ、
30億ユーロ規模を投じて遼寧省瀋陽市に中国第三の工場を設立する計画。

中国テック巨頭BAT(バイドゥ、アリババ、テンセント)といずれも提携
しており、5G関連では中国聯合通信(チャイナユニコム)と連携。電動化
においては、寧徳時代(CATL)と協業している。華晨宝馬は、東北地方の
大学などともコラボしている。外資系の中でもすでに壮大な中国エコシ
ステムを構築しているBMWだが、今回の提携を機に、ICVに標準をあわ
せ、よりエコシステムの拡充に努めていくと思われる。

ICV

5G

地図・
スマートシティ

クラウド

バッテリー

遠隔運転

光束汽車
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NavInfo、2021年にBMW車にリアルタイム更新の高精度地図

2019年09月24日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/99733

自動運転の時代に突入し、ドライバーの手足が開放された際、すべての車
には高精度の地図が搭載され、そこから提供される道路状況に関する情報
を基に、ブレーキをかけ、曲がり、車両を避ける。そのような情景はます
ます我々に近づきつつある。

これに対して、四維図新(NavInfo)の程鵬CEOが中国メディアの取材に応
じ、「その時、ナビの地図は今のような3ヶ月に一回更新というような状
況とは違い、高精度地図はリアルタイムでオンラインにつなぎ、0.001秒
の単位で状況を識別し、情報を更新、車両が適時対応できるようサポート
していくことになる」とした。

NavInfoは独BMWとの提携を進めており、2021年にはBMW「iNEXT」
がリリース、この「iNEXT」にはNavInfoの高精度地図が搭載される予定
で、この時、ユーザーはリアルタイムでオンラインによって更新されるナ
ビゲーションを体験できるようになる、という。

程CEOはさらに、「ビッグデータと演算能力の蓄積及びその優位性に基づき、NavInfoは高精度地図
業務にフォーカス、将来的に膨大な収益を上げることができるだろう」との見通しを示した。2025年、
世界の高精度地図市場の規模は94億ドルに拡大、その内中国市場の規模は少なくとも200億元(現時点
の為替レートで約28億ドル)に達する見込み、とされている。

程CEOはまた、「高精度地図は0.001秒単位が要求され、ほとんど感知できない時間の中で外部のリ
アルの世界の静態及び動態のすべての変化を識別しなければならない。この高いニーズを満たすため
には、AIの活用が不可欠だ」とした。

この分野に関しては、高徳(Amap)、バイドゥなどの競合が知られているほか、寛凳科技
(KUANDENG)、Momentaなどのスタートアップもおり、中国全土には地図測量のA級ライセンス、つ
まり合法的に情報収集し、高精度地図を制作できる資格のある企業が19社あるとされている。この中
には、上海汽車集団(上汽集団)傘下の中海庭や、滴滴(DiDi)子会社も含まれている。具体的なスケ
ジュールとモデルが決まっているのはおそらくはNavInfoだけで、その意味では先行しているが、バ
イドゥ・アリババ・テンセント(BAT)のテックを中心に、まだまだ業界の構図は不透明だ。

四維図新(NavInfo)の程鵬CEO
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バイドゥ、2019年末に湖南長沙で自動運転タクシーを一般公開

2019年07月04日出典： https://baijiahao.baidu.com/s?id=1638034909266845295&wfr=spider&for=pc

日本でも李彦宏CEOがステージ上に乱入した男に液体をかけら
れたトラブルに見舞われたことでも報じられた、北京市で開催
されたバイドゥの2019年開発者大会において、李震宇副総裁
兼ICV事業群総経理は、バイドゥがレベル4の自動運転で、テス
ト走行距離が200万㎞を超えたことを明らかにし、自動運転タ
クシープロジェクト「Apollo Go」を発表した。

李副総裁によれば、累計200万㎞のテストを行ったバイドゥの
レベル4自動運転車両は現在までに300台に達し、13都市で現
在もテストを実施中。この週、バイドゥは北京市で初めてとな
るT4の自動運転公道テストナンバープレートを取得した。今ま
での最高がT3で、現在もT3保有企業は何社か確認されている
が、ここでバイドゥは頭一つ飛びぬけた形。

バイドゥはApollo計画において、一汽紅旗と協業しており、中国で初めてとなるレベル4
の乗用車を吉林省長春市の一汽汽車の工場で正式にラインオフ、第一号車はバイドゥが戦
略的パートナーシップを締結している湖南省長沙市に運ばれた。2019年末にも、長沙市
で自動運転タクシーを一般公開するという。今回、李副総経理は「Apollo Go」のスマー
トフォンアプリ画面を披露した。

李副総裁は、Apollo計画ではすでに無人販売車、観光地自動参観車、スマート清掃車、無
人採掘車、そして今回の開発者大会で初めて発表された自動運転の学習専用車など九つの
応用シーンを披露している、とした。金龍汽車と提携して展開している小型自動運転バス
「アポロン」はすでに延べ4万人の乗客を乗せており、25都市で運営展開している。また、
新石器(NEOLIX)の無人販売車の販売件数は16万回に達している。

日本ではトヨタ自動車の参画で話題となったApollo計画のエコシステムは、156社の規模
に達したと発表、公的に初めて150社越えを明らかにした。現在までにバージョン4であ
るApolloシステムについて、間もなくApollo5.0を発表する予定だとし、自動運転の量産
化を念頭に置いたグレードアップを図る。今後は、自動運転ミニバス、自動パーキング、
「小度」と呼ばれる自社車載器OSの能力向上に努める、という。
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重慶市は、従来市街地を中心に、丘陵を生かした街並みを形成しており、「3Dマジックシティ」
と呼ばれるほど、起伏にとんだ地形になっている。自動運転の実証実験は、この重慶市で新たな展
開を見せる可能性がある。重慶市としても、今回を契機に、バイドゥが「西部自動運転開放公道テ
ストイノベーションセンター」を設立することに大々的にバックアップ、市西部の永川区を拠点と
して、湖南省長沙市で展開しているRobotaxi、いわゆる無人タクシー事業を導入するという。

また、これに先立ってバイドゥは8月21日に重慶市で自動運転プラットフォームApolloをベースと
した小型自動運転バス「アポロン」の次期モデルを発表、「重慶礼嘉スマート体験園」で試乗でき
る。初代と比べ、この次期「アポロン」は、より高性能、よりハイスペックを実現している、とい
う。詳細は不明。

重慶市の自動運転と言えば、地元の重慶長安汽車も5G技術を導入して大々的に展開している。今回
のバイドゥの試みと、長安汽車が進めている自動運転事業がどのような関係になるのかについては、
今回の報道では触れられていない。

バイドゥ自動運転が西部進出、重慶市とMoU締結で無人タクシー

2019年08月28日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/97880

バイドゥは2019年8月25日、重慶市人民政府とビッグデータを融合した
イノベーションによる新たな発展を共同で推進していくことで合意、
MoUを締結した。当日、重慶市政府トップが勢ぞろいし、バイドゥの李
彦宏(ロビン・リー)CEOら一行を迎えた。両者は、現状をAIモビリティ
の決戦段階と位置付け、重慶市において、イノベーションを起こし、バ
イドゥが主導して、自動運転、スマートシティ、スマート政務、ブロッ
クチェーン技術など多方面で協力を展開、重慶市の産業グレードアップ
と新たな成長ポイント育成を目指す。

ロビン・リーCEOは、「重慶市はイノベーション志向の強い都市であり、
AI、ビッグデータと実体経済の深い融合、産業グレードアップの推進に
おいて、イノベーションを実践している。AI企業として、バイドゥは一
貫して各産業各業界にAI能力を提供してきた。重慶市においても、自動
運転、スマート交通、スマート政務などの領域で深く提携、重慶を世界
が注目するスマート丘陵シティにしていく」と語った。
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この報道でも引き合いに出されているバイドゥの湖南省長沙市における取り組みでは、
すでに1年近い時間をかけて、確実に地道な当地の走行データを取得していると思われる。
また、バイドゥは同じ試みを重慶市でも行うことを発表しているが、重慶市でも同じよ
うに、最短数ヶ月、やはり1年前後の時間をかけて、当地の走行データを取得してから
サービスを開始すると思われる。

上海市嘉定区は、上海市政府がCASE、MaaSも見据えた自動車産業の集積に努めるエリ
アで、この地でDiDiが自動運転タクシーの実証実験を行うのは、ある意味では自然の流
れ。ただし、業界人ならともかく、一般上海市民に馴染みのあるエリアとは言えず、
DiDiの5.5億人ユーザーによる既存データがどこまで活用できるかは不明。もちろん、こ
の発表以前からDiDiは嘉定区現地で自動運転の実証実験を繰り返しているのだろうが、
成否はその質と量に関わるもので、軽々にバイドゥをすでに上回った、と論じるのはい
かがなものだろうか。

ともかく、ドライバーの経費や負担が激増しているDiDiこそが世界で最も自動運転営業
を熱望しているのは確実。そのDiDiが本腰を入れるという点で、今回の発表は興味深い。

滴滴が2019年中に上海市嘉定で自動運転の無人タクシーを開始

2019年09月01日出典： https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49224860Q9A830C1FFE000/

中国ライドシェア最大手の滴滴出行(DiDi)は2019年8月30日、完全自動運転レベル
4のロボタクシーを限定されたエリアで運行すると発表した。滴滴は世界最多の5億
5000万人の利用者による圧倒的な走行データを武器に、トヨタ自動車など自動車大
手と連携して自動運転車両の開発から運用、保守サービスまで手掛ける構想を描く。
自動運転で主導権を握り、モビリティーサービス分野での覇権を狙う。

「中国で初めての無人運転の商業化を実現するだろう」。滴滴の張博CTOは上海で
開催中の世界AI大会の講演で力を込めた。上海市政府と協力し、同市郊外の嘉定区
で年内にもレベル4の車両30台を使い、滴滴のアプリで無人運転サービスを提供す
る。2～3年内に国内3都市に広げ、海外進出も視野に入れる。

この報道では、5.5億人ユーザーによる膨大なデータが、DiDiの自動運転の強み、と
しているが、少なくとも今回のことにフォーカスすれば、重要なのは、嘉定区での
地道な自動運転による走行データ。

自動運転米国勢

2019年中に湖南省長沙市で無人タ
クシーを開始。先日、重慶市とも
スマートシティ、自動運転基地の
建設や無人タクシーで提携

広東省広州市南沙エリアを拠点。
トヨタと提携、レクサス車提供を
受けて改装、北京・上海などで実
証実験を実施へ

広東省広州市生物島エリアを拠点。
ルノー-日産-三菱から出資。リーフ
2を改装して、2019年中に無人タ
クシーをリリース

主な自動運転中国勢他社の動き

厳密な意味での走行データを取
得できているとは思えず、あく
までもユーザー行動データか
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トヨタは2019年、特に中国への進出を強めている。その背景には「米中のハイテク分野の覇権争いへの配慮もある。トヨタは米国
に人工知能（AI）の研究子会社を持つが、米国発の技術を中国で活用することが難しくなる可能性があることから、中国では独自
に開発体制を整備していく」(日本経済新聞 http://ur0.work/UEYK)という。

■2019年、トヨタの中国における主な展開
4月初旬 新興EVスタートアップ奇点汽車(Singulato)に「eQ」の設計利用ライセンスを販売
4月21日 清華大学と「清華大学-トヨタ連合研究院」を設立、今後5年間共同研究を実施
4月22日 北京汽車集団(北汽集団)と燃料電池システムや関連部品の供給で合意
7月05日 北汽集団の他、第一汽車集団(一汽集団)などともFCV関連部品で供給合意
7月15日 中国最大のバッテリーメーカーCATL(寧徳時代)と電池供給の戦略的パートナーシップ
7月19日 BYDとセダン・SUVのEV車の共同開発とそれに必要な電池の供給などで合意
7月25日 滴滴(DiDi)に総額6億ドルを投資、GTMCを通じた新会社で配車サービス展開を発表

豊田汽車(中国)の
董長征執行副総経理

トヨタ、自動運転の新興企業Pony.aiと提携、加速する中国進出

2019年08月27日出典： https://www.d1ev.com/kol/97867

トヨタ自動車は中国のスタートアップ小馬智行（ポニー・エー
アイ。Pony.ai)と自動運転技術の分野で提携する。トヨタが提
供する高級車ブランド「レクサス」のSUVに、Pony.aiの自動運
転システムを搭載、2019年9月から北京市や上海市の公道で実
証実験を始める。

Pony.aiは広東省広州市に本拠を構える自動運転技術のスタート
アップ。バイドゥの米国拠点で自動運転技術の開発に従事して
いた楼天城氏と彭軍氏が独立し、2016年に創業。広州市の試験
区域などで自動運転タクシーを運行している。社員は約500人。
米国の有力VCなどから資金を調達しており、企業価値は約17億
ドル(約1800億円)とみられている。

トヨタはすでにバイドゥとも協業を決めており、バイドゥの自
動運転プラットフォームApolloへの参画を決めた他、バイドゥ
と共同で自動運転バスを開発、トヨタのMaaS向けの多目的EV
自動運転車「e-Palette(イーパレット)」に、Apolloで開発した
ソフトを搭載する予定。

これらがすべて
ではない。まだ
途上のプロジェ
クトは多く、順
次公表していく
予定だ
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広州市、生物島を中心に5GによるICVのMaaS実証エリア構築へ

2019年07月16日出典： http://baijiahao.baidu.com/s?id=1639107722520654665&wfr=spider&for=pc

広東省広州市で2019年7月14日に行われた、黄埔区5Gコネクテッド
(ICV)産業イノベーション発展フォーラムにおいて、黄埔区、広州開
発区、広州市公共交通集団有限公司、工業・情報化部電子第五研究所
がMoUを締結、共同で5Gのコネクテッド、特にインテリジェンス・
コネクテッド・ヴィークル(ICV)の方面での協業を進める。将来的に、
黄埔区や広州開発区では、200台以上の自動運転タクシーの実証実験
を兼ねたサービスを開始、10本以上のルートで自動運転公共バスの
サービスを開始し、広東－香港－マカオベイエリアの5GによるICV産
業育成をテコ入れする。

今回のフォーラムでは、広州市5G自動運転応用モデルアイランドと、黄埔区ICV産業基地の
オープンも発表された。中国でも初めてとなる自動運転の総合的な応用モデルアイランドの
建設を進める。このアイランドは、広州市を流れる大河、珠江の中州に位置する生物島で、
今でもこの生物島では中国自動運転スタートアップWeRide(文遠知行)が自度運転タクシーの
実証実験を行っている。

今後さらにこの生物島では、自動運転公共バスのモデルルートが一本設定されるほか、新規
に五台の自動運転タクシー車両が投入され、このアイランドを次世代の自動運転MaaSの総
合応用モデルエリアに育成していく方針。

広州市公共交通集団有限公司の謝振東ビッグデータ総監は、同社がすでに中国聯合通信(チャ
イナユニコム)傘下の広州聯通、ファーウェイ、WeRideなどと共同で、生物島において、自
動運転MaaS応用ポイントと5GによるV2Xの車両と道路の協調ポイントを設置している、と
した上で、広州聯通は島内にすでに12の5G基地局を設置、同社が現地公安交通警察と連携
して、信号システムと連動した車両と道路の協調ソリューションを確立している、とした。

生物島のある広州市黄埔区では、「5Gのビジネス化」を中心に、広東－香港－マカオベイエ
リアにおける初めての5Gに関するモデルエリアの確立を目指し、世界初の5Gを運用した公
共バスルートを打ち出す。また、5Gによるスマート駐車場、5Gによる自動運転テスト環境
などの構想もあるという。生物島含む黄埔区ではすでに500を超える5G基地局が設置されて
おり、2019年末までにその数は5000まで増える見込み。
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広州で日産リーフ2を自動運転車に改装して無人タクシー事業へ

2019年08月08日

広東省広州市を拠点とする自動運転の中国スタートアップ
文遠知行(WeRide)は2019年8月7日、広州市に自動運転技
術を駆使したモビリティ―サービスの合弁会社として、文
遠粤行(WeRide RoboTaxi)の設立を発表した。

文遠粤行は、広州市の生物島で実証実験を繰り返していた
WeRideが、広州公共交通集団傘下で、華南地方最大のタ
クシー会社である白雲出租公司と、科学城(広州)投資集団
を株主に迎え、誕生したもの。WeRideの自動運転技術と、
タクシーサービスやそれに付随するモビリティサービスの
経験やノウハウを蓄積した白雲出租公司による最強タッグ。

車両は当初、EVの日産リーフ2を採用する。WeRideに
とって日産は、2018年に出資を得たルノー－日産―三菱
アライアンスとのつながりがある。当初、生物島での実証
実験はリンカーン車に自動運転機器とシステムを搭載して
行っていたが、今回、リーフ2にWeRide独自の自動運転技
術を搭載、改装した。

RoboTaxi、つまり無人タクシーサービスの領域では、米国でグーグル親会社アルファベット傘下のWaymoが2018年末にサービス
を開始していた。中国でも2019年下半期、湖南省長沙市を舞台に、バイドゥが自動運転プラットフォームApolloを搭載した一汽紅
旗車両を100台用意し、無人タクシーサービスを開始する予定。

長沙市のバイドゥも、当地の政府機関などとジョイントした合弁企業を設立。ちょうど、WeRideと競い合っていることになる。た
だし、長沙バイドゥの合弁企業の株主にはタクシー会社が含まれておらず、現地で活躍し、しかも規模の大きい事業を運営してい
るタクシー会社のノウハウを吸収できるか否か、という点において、このあたりは広州WeRideの方にアドバンテージがありそうだ。

一方で、車両から見てみると、広州WeRideは株主である日産リーフ2を採用したのに対して、長沙バイドゥは国産の一汽紅旗。無
人タクシーの運営の帰趨を将来的に決するのは、運営車両台数の規模感だと考えられ、その意味では、日系で、品質は良いかもし
れないが高コストになりやすいリーフ2よりも、一汽紅旗と手を組んだ長沙バイドゥに一日の長があるかもしれない。

出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/96586
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湖北武漢市にICVモデルエリア、自動運転商用ライセンスを発行

2019年09月23日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/99627

湖北省武漢市で2019年9月22日、国家インテリジェンス・コネクテッ
ド・ヴィークル(ICV)(武漢)実証実験モデルエリアが正式にオープン、同
時にバイドゥ、海梁科技(Haylion)、深蘭科技(DeepBlue)の三社が自動運
転商用ライセンスを取得した。公道テストナンバープレートではなく、お
そらくは部分的になるとはいえ、商用に対応するライセンスが発行された
のは中国でも初めてのことで、世界初、とも発表されている。

この急な発表に対して、中国現地でも、まず、「なぜ武漢なのか」。武漢
のICVに関する取り組みは実は古い、との指摘もある。2016年11月、工
業・情報化部(工信部)は湖北省政府と「ブロードバンドモバイルネット
ワークに基づいたインテリジェンスビークル(IV)とスマート交通の応用モ
デルに関する枠組み協議」を締結、武漢市の開発区である、漢南区に、国
家レベルのIVとスマート交通の応用モデルエリアを建設することが明記
された。

この開発区には現在、自動車産業が集積しており、2018年は105万4000台の完成車を生産・販売、東風汽
車の本部の他、東風ホンダ、東風日産、神龍、東風ルノー、吉利(Geely)などの完成車メーカーを含め、30
社以上の企業が入居している、という。湖北省と武漢市では、東風汽車のお膝元である優位性を活かし、バ
イドゥなどテック企業とのコラボの機会をうかがっていた、という。

今回オープンしたモデルエリアの道路には数百m間隔で多機能スマートポールが設置されており、5Gと中国
版GPS「北斗」による高精度位置情報システムの応用を大規模な範囲内において実現、0.001秒単位の低遅
延、センチ単位の位置情報を実現している、という。第一期の全長は28㎞で、5G技術に基づくV2Xの車と道
路の協調システムを完備した、公共バス、清掃車、タクシー、物流車など多くの種類の自動運転シーンをイ
メージしたテスト環境になる予定で、現在までに国内外40社以上の関連企業が進出している、という。

今回の三社は、このエリア内において、実証実験はもちろん、限定的にはなると思われるが、商用サービス
をスタートできるようになる。バイドゥはすでに、湖南省長沙市などで自動運転タクシーの準備を進めてい
る実績があるが、DeepBlueは「パンダ(熊猫)」ブランドの公共バス自動運転ソリューションを発表しており、
広東省広州市でも試運転しているが、それが武漢市にも投入される見込み。Haylionは、やはり公共バス分野
で、広東省深圳市で世界初の試運転を行った「阿爾法巴」自動運転バスのベンダーとして知られている。
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重慶市に5G自動運転道路モデル運営基地、長安汽車レベル4車両

2019年07月27日出典： http://news.bitauto.com/hao/wenzhang/30457724

「5Gが活力、スマートお出かけ」をテーマとした、中国で初めての5G自動運転
公共サービスプラットフォーム及び5G自動運転開放道路シーンモデル運営基地
の開幕式が2019年7月26日、重慶市の仙桃国際ビッグデータ・バレーで開催さ
れた。

地元の長安汽車(Changan auto)が主導し、中国汽研(CAERI)、中国電信(チャイ
ナテレコム)、大唐移動(DT mobile)などが協力したもの。使用車両は長安汽車の
主力セダン「逸動」のEVで、長安汽車による次世代自動運転レベル4技術が搭載
されている。仙桃国際ビッグデータ・バレーにおいて、すでに非公開で2年間、
実証実験を繰り返していた。

開放された実験道路は、全長4.3km、コースには九つのステーションが設けられ
ている。操作はすべてスマートフォンのアプリによって実現、Robo Taxiモード
(無人タクシー)では、任意の場所からスマホアプリでタクシーを呼び出し、顔認
証で乗車、スマホアプリを通じて決済も完了し、下車後、車両は次の呼び出しに
応じたり、タクシー乗り場に向かったり、自動運転で実現する、という。

自家用車モードでは、ユーザーは任意の場所に車両を呼び出し、車両はユーザーの目
的地に送り届けた後、自動で駐車場を見つけ、自動パーキングを実現する。カーシェ
アにおいても、ユーザーはスマホアプリを通じて、任意の場所で車両を呼び出し、任
意の場所で下車して、車両は自動でカーシェアポイントまで走行することができる。

車輛はまた、自身の充電量を把握、充電が必要になれば、会場に設置された無線充電
パーキングエリアまで走行して停車、自動で充電する仕組みを採用している。

2018年に重慶で開催された中国国際智能産業博覧会(Smart China Expo)においても、
長安汽車はレベル4の自動運転商用車モデルを公開、体験コーナーを設置したが、今
回、5Gとのコラボにより、さらに能力を向上させ、感知範囲やその精度、コン
ピューティングプラットフォームの演算能力、決定までの判断に対するコントロール
性能、車と道路の協調に伴うシステムを拡充して搭載、コネクテッド、オートノーマ
ス、シェアリング、エレクトリックのCASE一体化を実現した、としている。
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この頃から、中国では中国系創業者ということで、AutoXも中国企業として認知され、報道されていた。2019年7月には、ス
ウェーデンの電気自動車メーカーNEVSと提携、欧州におけるRobotaxi事業の計画を発表した。ちなみにこのNEVSは、スウェーデ
ンメーカーだが、資本としては、新エネルギー車(NEV)産業に並々ならぬ意欲を見せる、中国最大手不動産デベロッパー恒大集団
(Evergrande Group)の傘下になる。

米国ではフォードとも提携、上海汽車集団(上汽集団)からの出資も獲得。2018年11月、広東－香港－マカオベイエリア構想におい
て、初めての自動運転公道テストナンバープレートを取得した。同年12月、東風汽車とも提携、自動運転の共同研究をスタート。
2019年4月、その東風汽車からも出資を獲得した。また、3月にはBYDとも提携、BYD「秦Pro」の自動運転モデルの開発を進める、
という。

上海嘉定区では、DiDiがやはり自動運転タクシーの実証実験を年内に開始すると発表している。また、自動運転タクシーの分野で
は、バイドゥが湖南町長沙市で年内に公開実験を開始、重慶市とも提携した。広東省広州市では複数のスタートアップがRobotaxi
の試みを進めている。

米シリコンバレー発中国系AutoXが上海嘉定で自動運転タクシー

2019年09月03日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/98256

香港とカリフォルニア州サンノゼに拠点を置く自動運転車技術のAutoX
は2019年8月31日、2019年世界AI大会で、上海市嘉定区人民政府と
MoUを締結、中国で初めての自動運転Robotaxi運営モデルエリアを建設
する。上海国際汽車城を有し、自動車産業集積を目指している嘉定区に
とって、AutoXは自動運転技術企業として唯一の誘致企業だという。

計画では、2019年末から2020年初頭にかけて、AutoXは嘉定区の新設
モデルエリアにおいて100台の自動運転タクシー、いわゆるRobotaxiを
投入、近い将来の商業化を見据える。

AutoXは2016年、若くしてプリンストン大学のアシスタントプロフェッ
サーを務め、学生から「プロフェッサーX」と呼ばれた肖健雄
(Jianxiong Xiao)氏が創業した。活動の場は米シリコンバレーがメイン
で、2018年には米大手スーパーマーケットチェーンKrogerと提携して
配送システムのテストを開始すると発表、食料品の配送を手がけるス
タートアップGrubMarketと提携して新たなサービスを開始も開始した。
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自動運転Human Horizons、日本拠点開設、アイシン等と提携

2019年07月09日出典： https://www.d1ev.com/news/shichang/94332

中国の自動運転スタートアップ華人運通(Human Horizons)は東京の品川に日
本センターを開設した。上海汽車幹部、上海市政府高官を歴任した異色の創業
者、丁磊董事長は、未来に向かい、持続的発展するグローバル企業に向けて、
Human Horizonsは新エネルギー、AI、自動運転、自動車のリサイクルなど
の最新技術において、日本のトップ企業と共同で研究開発を進め、そのイノ
ベーションを通じて、産業化を実現、未来のモビリティ産業に変革をもたらす、
と語った。

Human Horizonsは、インテリジェンスモビリティ、スマート交通、スマー
トシティの「三智」戦略のもとで、車、道路、都市のシステム的なソリュー
ションを提案する。米英ロ日韓など10以上の国と地域から人材を招へい、欧
州と米国にはすでに小規模ながら開発チームを有し、今回、そのモデルを日本
にも応用した。

Human Horizonsは今回の日本センター開設に当たり、アイシン精
機、トヨタ紡織などとの提携を発表、世界で最も品質の良いインテ
リジェンスモビリティを打ち出すという。初めての量産モデルを
2019年7月末に発表、2020年末には生産を開始、2021年から販売
を始める。

アイシン精機の大下守人執行役員「Human Horizonsはインテリ
ジェンスモビリティのみならず、EVを通じて、交通と都市の付加価
値を高め、自動運転やその他の領域で、同社は印象深い成果を残し
ている。Human Horizonsとはすでにいくつかの契約を締結してお
り、今後、将来にわたってWin-Winの協力、安心・安全のモビリ
ティ社会の構築に手を携えていく(中国語からの翻訳、以下同)」

トヨタ紡織中国の庄志強常務副総経理「現状の自動車業界の歴史的
変革において、トヨタ紡織は100年の経験と技術によりHuman 
Horizonsの今後の発展をサポートしていき、この機会にトヨタ紡織
の今後の発展に新たなチャンスを開拓したい」
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さらに、中国は今まさに開放を拡大しており、製造業に関しては全面開放を実
現、金融・サービス業の開放も順次推進しており、多くのドイツ企業がその最
初の受益者になっている、とした。ドイツ企業がチャンスをつかみ、中国投資
を拡大し続け、技術のイノベーションと新興技術の標準策定における国際的な
協力を推進していくことを歓迎する、と語った。

「中国は知的財産権について厳格に保護、中国企業と、ドイツ企業を含むすべ
ての外資企業に、市場化・法制化・国際化のビジネス環境を創造していく」と
して、激化する米中貿易戦争を念頭に、ドイツとの関係強化をアピールした形。

メルケル首相は、ドイツは中国側が共同で多国間による自由貿易体制を擁護す
ることを希望、自動運転、AIなど新興経済領域における国際標準の急いてに関
して、共同で研究していきたい、とした。また、中国企業によるドイツへの投
資を歓迎、2020年にEUの輪番制欧州理事会議長がドイツに回ってくるのを機
に、EUと中国の投資協定を妥結したい、とした。

独中両国首脳、自動運転やAIの国際標準制定で協力意向を明確化

2019年09月09日出典： https://www.d1ev.com/news/zhengce/98694

中国の李克強首相は2019年9月6日、北京市の人民大会堂で、ドイツのメル
ケル首相と独中経済顧問委員会座談会に出席、この座談会に出席した独中
両大手企業の代表らと交流した。出席した中国大手企業に、中国国家電力
投資集団、華為(ファーウェイ)、寧徳時代(CATL)など、ドイツ大手企業に、
世界最大の総合化学メーカーであるBASF、ソーラーシーラント，ポリシリ
コンのメーカーWacker Chemie AG、フォルクスワーゲン(VW)など。

両首脳は、それどれの企業代表から、再生可能エネルギー、5G通信技術、
自動運転技術、デジタル経済、相互開放拡大、公平な競争のある市場環境
構築などの議論や、そこから発表された提案などに耳を傾け、発言を行っ
た、という。

李首相は、今回の座談会は過去開催されたものの中で最も参加企業の多い
一回となり、両国の協力が不断に深化し、成果が着実に蓄積されているこ
とを示した、と指摘。
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広州汽車、テンセントに加え、DiDiとともに配車サービス新会社

2019年06月27日出典： https://www.d1ev.com/kol/93680

広州汽車集団(広汽集団、GAC Group)は2019年6月26日、中国ライドシェアサービス最
大手の滴滴出行(DiDi)と協業を深める契約締結を発表した。両者は今後、車両の普及やカ
スタマイズサービス、自動運転、移動サービスMaaSやマーケティング、アフターサービ
ス、インテリジェンス充電やガソリンスタンド業務、カーシェアリングや金融サービスな
どで交流を深める。

同日、広汽集団は独自の配車サービス「如祺出行(On TIME)」を発表。これは以前まで
に発表されていた、広汽集団とテンセント、広州公交集団などによる新会社が行うもので、
この新会社に今回、DiDiも出資していることが明らかになった。広汽集団は、テンセント
とDiDiという二つの巨大テックと合弁展開するという、中国でも稀有のメーカーとなった。

広汽集団はそもそも、ライドシェア分野に興味を持っており、2015年にはUberに出資、
2016年にはDiDiに出資、2018年4月にはDiDiとMoUを締結していた。2019年4月にはテ
ンセントなどとの合弁を発表、今回、そこにDiDiも参加し、「如祺出行」のリリースに
至った。

「如祺出行」は今後、広州市でサービス開始を皮切りに、広東－香港－マカオ
グレートベイエリアを中心に、全国展開を目指す。今後1年内に五つの都市で
サービスを開始、1万台近い営業車両を投入していくという。

今回の「如祺出行」発表会には、テンセントの馬化騰(ポニー・マー)CEOも出
席、その力の入れようをうかがわせた。「“如祺出行”はテンセントのインテリ
ジェンス移動サービス業務の中でも重要な位置付けであり、テンセントによる
MaaS領域におけるプラットフォーム・ソリューションの初めての具体的な形
だ」と語ったという。

東風汽車「東風出行」、上海汽車「享道出行」を筆頭に、すべての大手民族系
はもちろん、フォード、フォルクスワーゲン、BMWなどいずれも中国におけ
る配車サービスで布石を打っており、テンセントはもとより、DiDiも取り込ん
だ広州汽車による「如祺出行」の発表は、中国MaaSへ向けた戦国時代の到来
を予感させる。

× ×

テンセント
馬化騰(ポニー・マー)CEO
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トヨタがDiDiに6億ドル出資、GTMCと合弁、多角化のリソース

2019年07月26日出典： http://baijiahao.baidu.com/s?id=1640004923592101621&wfr=spider&for=pc

滴滴(DiDi)はトヨタ自動車から総額6億ドル(約650億円)の投資を獲得したと発表
した。この資金の一部はDiDiと、トヨタの中国現地合弁会社である広汽豊田
(GTMC)の合弁設立に投じられる見込み。経営的に厳しくなってきた、とされてい
るDiDiの、この度のエンジェルが、まさかのトヨタ、という意味合いがまず一つ。

DiDiとトヨタはもとから、トヨタの自動運転ソフトウェア、完全電気バッテリー、
および配送用の小型車両から乗客用の旅客バスまでさまざまなサイズの自動走行
車両の製造に利用可能なモジュール「e-Palette」での提携が発表されていた。

DiDiはすでに、中国国有の第一汽車、東風汽車、北京汽車、上海汽車、広州汽車、
民間の吉利(Geely)、BYD、海外勢では独VW、ルノー・日産・三菱アライアンス
など、国内外30社以上の完成車メーカーやそのサプライチェーンと協業を発表し
ている。

DiDiの朱景士高級副総裁は、「国内外のパートナーとともに、中国政府が進める新エネルギーとスマート交通
の発展戦略に寄与していきたい。DiDiが培ってきたインターネットによるモビリティサービスの大規模な運営
経験と、トヨタのコネクテッド最先端技術が融合して、次世代のスマート交通に関する技術的枠組みを構築、
都市の持続的発展を推進する」としている。

トヨタの合弁会社であるGTMCの合弁相手、広州汽車集団(広汽集団)も独自にモビリティサービス会社を設立、
DiDiはそこにも参画している。如祺出行(On Time)のことで、広州市内でよく見られるようになっている。

日本の報道だけを見てみると、トヨタが中国でモビリティサービスを本格展開、とだけ映りがちだが、GTMC
単体でもすでに「豊雲行(日本名：カーライフ。ただし、中国で一般的に「カーライフ」と言えば、バイドゥ
のクルマとスマホを連結する同名のアプリが想起される)」という公式アプリを開発、自家用車を保有しない
ユーザー向けの交通サービスMaaSとして位置づけ、インターネットモビリティサービスに進出している。

中国ではよく見られる、リソースの分散、しかし結果は悪くない方に転ぶことも多い、少なくとも成功事例が
生まれ、失敗は淘汰されていくという、健全なメカニズムが働くケースもある、というパターンではあるが、
そこにトヨタが今回どっぷりとつかる、というところに、今回の提携の目新しさがあると言えそうだ。

新会社

今回含めた出資関係図と
それぞれの提供サービス

赤線が今回

広汽集団は単
独でDiDiに
も出資
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トヨタ、一汽と広汽の中国二大合弁と改めて電動化・IC戦略協業

2019年09月27日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/100041

トヨタ自動車は2019年9月26日、一汽集団と広汽集団とそれぞれ、電動化及びイン
テリジェンス・コネクテッド(IC)領域の戦略的協力枠組み協議を調印、さらに協力関
係を深めた。トヨタは中国において、一汽集団とは一汽トヨタ(FTMS)、広汽集団と
は広汽トヨタ(GTMC)という二つの合弁を展開している。

当日、豊田章男社長は、一汽集団の董事長である徐留平一汽集団共産党委員会書記、
広汽集団の曽慶洪董事長とそれぞれ面談した。

今回の二つの協議の内容はほぼ同一の内容。それぞれがそれぞれの優位性を発揮、中
国消費者が好むハイブリッド(HV)、プラグイン・ハイブリッド(PHEV)の他、良質廉
価の純電動車(EV)、燃料電池車(FCV)のモデルのリリースにも注力、中国消費者の多
元化するニーズを満たし、ともに電動化車両の中国における研究開発と普及を進める。

この他、IC領域での協力を通じて、それぞれがリソースのシェアリングと人材交流を実現、
それによって、双方それぞれが人材育成能力と企業としての競争力を高めていく、とした。
それぞれ、今回の戦略的パートナーシップの深化を通じて、膨大な中国消費者の数多くの
ニーズを満たす努力を進めると同時に、中国の環境改善に、それぞれ貢献していくことでも
一致した。

今回を機に、一汽集団では、両者の協力がWin-Winのものであり、持続的発展可能な理念で
ある、とした。人々に最良の車を作り、最良の移動サービスを提供するという夢を堅持し、
「エクスペリエンス、エレクトロニック、シェアリング、エコシステム、IC」という五つの
発展方向をめぐり、最良最大限のイノベーションとすでに良いものをさらに良くという精神
を堅持、自動車産業の良好かつ健康的な発展に新たなさらに大きな貢献ができるよう努力し
ていく、とした。

広汽集団では、トヨタとの合弁と、自主的なイノベーションによる共同の発展を堅持、ここ
数年積極的に進めているインテリジェンス化と新エネルギー化、移動サービス領域において、
2019年初頭にオープンさせた同社グループのインテリジェンス新エネルギー自動車産業パー
クなどを引き合いに、中国消費者の注目を集めている、とした。さらに、移動サービス領域
では、6月に「如祺出行」をリリース、IC領域ではADiGOシステムを発表している、とした。

一汽集団の董事
長である徐留平
一汽集団共産党
委員会書記

広汽集団の曽慶洪董事長
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トヨタ、また中国企業にFCVの基幹部品を供給へ、どんな企業？

2019年07月06日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/94262

2014年、北京を拠点に設立。中国科学技術省、北京市政府、
清華大学が後ろ盾。中国水素エネルギーの先行者。燃料電
池のエンジンを中心に、周辺の機器を製造、ソリューショ
ンを提供する。中国国有・民間の民族系商用車メーカーと
協業

2019年4月

2019年7月

福田汽車は国有大手の北京汽車集団(北汽集団)に属する、
中国を代表する商用車メーカー。1996年設立、1998年に
は上海株式市場に上場。2012年にはダイムラーと北京福田
ダイムラーという合弁を設立。北京汽車はダイムラーの他、
ヒュンダイなどと合弁展開している

海格客車は、中国商用車大手の金龍客車のブラン
ド。金龍は江蘇省蘇州市が拠点、その商用車は世
界各国100前後に輸出中。バイドゥのApollo計画
に加盟し、初の自動運転量産ミニバス「アポロ
ン」を製造、運営していることで知られる

第一汽車集団(一汽集団)は中国初の国有メーカー
で現在も大手の一角。トヨタとも、一汽トヨタ
(FTMS)を展開、クラウン、カローラ、アバロン、
ヴィオス、RAV4、プラド、ヴェルファイアなど
を中国で販売している。吉林省長春市が拠点で、
合弁以外では、トラックなど商用車に強み

トヨタ自動車が2019年7
月5日、中国企業への
FCV(燃料電池車)基幹部
品の供給を発表した。同
年4月の第一弾に続き、
今回が第二弾となる。4
月を含めた、今回供給開
始を発表した中国企業を
簡単に解説する。

ホンダや韓国ヒュンダイ、独ダイムラーなども力を入れるとされるFCVだが、やはり技術力では世界トップと
されるトヨタ。ただし、FCVそのものが事業化が難しい、ともされている。一方、中国では国を挙げてFCV産
業を今後の強化ポイントに指定しており、注力し始めている。トヨタの2019年に入ってからのFCVに関する中
国での動きは、中国のそうした動きに迅速に対応したもの、とも考えられる。

上海重塑能源科技
システム・インテグ
レータとして、水素バ
スを製造するのに使う
燃料電池パワートレイ
ンを開発・供給

中国での水素電池車の導入
および普及の推進に向け、
さらなる中国商用車メー
カーとの協力を望んでいる
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「豊亜迪、好きですか？」トヨタとBYDの共同開発の行く末は？

2019年07月20日出典： https://www.d1ev.com/kol/95481

トヨタ自動車は2019年7月19日、新エネルギー車(NEV)で中国最大手、販売
台数で言えば世界最大の比亜迪(BYD)とEVの共同開発で合意したと発表した。

20年代前半にセダンとSUVの販売を目指す。EVやプラグインハイブリッド
車など「電動車」に使う電池も共同で開発する計画。EVの生産はトヨタがす
でに中国2社と現地で運営する工場で行う見通し。ただ、中国政府はエコ
カーに限り現地生産の規制を緩和しており、BYDとの合弁生産に踏み切る可
能性もある、という。

BYDは電池メーカーとして創業し、NEVに参入した。2018年には電動車を
約25万台販売した実績を持つ。そのため、NEVメーカーと見られがちだが、
ガソリン車も製造・販売している。2019年の販売台数目標は65万台に設定
している。

トヨタは2020年から量産型のEVを本格導入し始め、2020年代前半には10車種以上をそろえる計画。独VW
など海外メーカーがEV販売に大きく舵を切る中、EVでは出遅れ感のあるトヨタは仲間作りを急いでいる。

マツダやデンソーなどとは2017年にEV基盤技術の開発会社を設立。スバルとも車両を共同開発して2020年
代前半に両社のブランドで販売する計画。スズキとはインドでEV展開で提携。EVなどに使う電池では寧徳時
代(CATL)や東芝、ジーエス・ユアサコーポレーションとの提携に踏み切った。

今回のBYDとの提携について、中国ではどう受け止められているだろうか。BYDとトヨタの中国語名をもじ
り、「豊亜迪、あなたは好きですか？」と題する記事などが発表されている。電動車で言えば、中国ではほ
とんど馴染みはないものの、プリウスの世界的流行で先駆者だったトヨタを紹介、しかしテスラの台頭など
で、そのプリウスの販売も影響を受けている、と分析。

トヨタは2019年から中国でカローラとその兄弟車のレビンのPHVを発売開始。しかし価格が高く、パフォー
マンスと比しても、中国民族系には及ばないと指摘、苦戦している状況がある、とした。

日本では勘違いされやすいが、BYD車はすでにデザインや内装でも相当に完成度が高い状態になっている。
中国ローカルと侮っていると、今回の協業の行く末も見誤る可能性がある。

カローラHV E+と銘打ってPHVを発売したが… …

×

BYDの中で人気NO.1の中
大型SUV「唐」。中国王
朝シリーズの一つで、ガソ
リン、PHV、EVの各動力
タイプがそろっている。標
準車でも30万元～とやや
高額のため、販売台数とし
ては、BYDの中で多い方
ではない
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奇点汽車のCTOに宇野高明氏が就任、19年中に量産車を納車開始

2019年07月30日出典： https://www.autohome.com.cn/news/201907/941274.html

中国新興EVメーカーの奇点汽車(Singulato)は2019年7月29日、日本人の車の
専門家である宇野高明氏が同社に加入、同社のCTO Vehicle Engineering(自動
車エンジニア・総エンジニア長)に就任して、同社の完成車の研究開発を全面
的に担い、直接沈海寅CEOに報告することになる、と発表した。

宇野氏は日産自動車に長く務め、第二商品開発部部長、R&D管理部部長、第二
動力システム研究部部長などを歴任、その後BOSH日本法人ではシャーシー制
御部門の開発と生産に従事、40年近い業界経験がある。1994年には『車両運
動性能とシャシーメカニズム』を出版、15年以上前の作品だが、現在でも
AMAZONレビューで高い評価を誇っている。

宇野氏は、自身の40年にわたる経験や蓄積を生かし、奇点汽車とともに良質な
製品の研究開発を進め、奇点汽車が望んでいる企業ビジョン実現をサポート、
ユーザーに真の意味で認められるスマートEVを製造していきたい、と語る。

奇点汽車は現在、初めての量産車である中大型SUV「iS6」を江西省景徳鎮に
ある北汽昌河の工場でOEM生産を進めており、2019年中にも納車を開始する
予定。価格は未定だが、同レベルの価格帯はおよそ25～40万元、NIOのe8は
50万元を超える場合がある。

奇点汽車は現在までに、「大型車＋小型車、四輪車＋二輪車、乗用車＋商用
車」という製品ラインナップ構想を掲げている。「iS6」が「大型車」とすれ
ば、「小型車」は2019年の上海モーターショーで発表されたトヨタ自動車の
技術を採用した「iC3」。航続距離は300km以上、2021年の正式発表が検討
されており、主に都市内短距離お出かけ、シェアリングモビリティサービス
での活用を目指す。奇点汽車ではまた、MPVの「iM8」も発表している。

中国の新興EVメーカーは、先行三社(NIO、WM、Xpeng)以外もすでに順次
納車を開始している。2019年中には奇点汽車もその仲間入りを果たすことに
なる。ただし現在まで、先行三社の販売台数に迫るような、新たなメーカー
は出現していない。

iS6

iC3

iM8
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中国新興EVメーカーのロゴ

第1グループ
毎月1万台以上の納車、世界展開中

第2グループ
毎月1千台以上の納車、中国のみ

第3グループ
毎月1千台未満の納車、中国のみ

第4グループ
納車はまだ、量産タイプ発表済み

第5グループ
コンセプト発表のみ

中国新興EVメーカーの現在の立ち位置、納車数や量産モデル発表

2019年07月07日出典： https://www.d1ev.com/kol/94206

中国企業では無。代表例は米テスラ

他多数

他多数

など

今でも続々と中国で誕生する新興EVメーカー。一方で、世界最大の新エネルギー車(NEV)市場とはいえ、陰りを見せ始める、少な
くとも2018年までの三桁成長は望めなくなってきている中国市場。原文レポートの主眼は、そうした新興EVメーカーの北米市場
を中心とした世界展開を検討するものだが、その中に、現在の新興EVメーカーを納車台数、量産タイプ発表、コンセプト発表のみ
で分類した一覧が掲載されていたので、それを基に最新情勢も加味し、再編した。

コンセプトは発表したが、その後撤退、というのはよくある話なので、第5グループはまだまだ予断を許さない。ま
た、量産タイプを発表しても、スケジュール通り量産開始、納車開始するのも極めてハードルが高い。

現時点で、中国では新興
EVメーカーの格付けに
おいて、「納車1000
台」が共通ハードルと
なっているようだ
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サッカー爆買いで知られる広州恒大がNEVも、4兆円強投資発表

2019年06月19日出典： https://baijiahao.baidu.com/s?id=1636463450165967605&wfr=spider&for=pc

不動産事業を中核とする恒大集団(Evergrande Group)のトッ
プ、アジアを代表する資産家である許家印氏は、広東省広州市
南沙地区に新エネルギー車(NEV)製造工場を建設する、1600億
元(約2兆5000億円)のプロジェクトを発表後、その1週間後には
遼寧省瀋陽市で、やはりNEV製造工場に関する1200億元(約1兆
8800億円)のプロジェクトを発表。1週間で総額4.5兆円近くの
プロジェクトが発表されることは中国でも珍しく、話題を呼ん
でいる。

Evergrandeは、日本では、ACLや世界的プレーヤー・監督の爆
買いで知られる広州恒大というプロサッカークラブが有名か。
現在は、アリババが筆頭株主であるが、2017年に株価の急騰を
受けて、許氏の資産は一時5兆円に達し、アジアNO.1になった。

Evergrande及び許氏は2018年ごろからNEV市場への参入を表明、世界中で関連企業の買収に動いて
いた。2018年業績発表会において、許氏は、NEV市場を軸とした自動車産業は今後5年、10年、20年、
中国だけでも数兆元、全世界では数十兆元の大産業になると指摘。「今後3～5年で世界最大、最強の
実力あるNEV企業グループになる」が現在の口癖だ。

現在までに、EvergrandeはNEV製造、バッテリー回り、販売店などを含めて、自動車産業に対して
283億5300万元(約4445億元)の投資を行ってきたとされる。今回の発表は、今までの自動車分野総投
資額の10倍近い。さらに、まだ正式には未発表だが、インホイールモーター製造で知られる英
Proteanを近々買収するという。

中国南方の広州市南沙地区のプロジェクト(1600億元)では、将来的にNEV100万台の年産能力を持つ
工場を建設、同時に、バッテリーの研究開発と製造を行い、将来的に50GWHの生産規模を有する恒大
版メガファクトリーを整備する。モーターやインバーターを年間100万台分製造する工場も建設する。

中国北方の瀋陽市のプロジェクト(1200億元)では、2023年には年産能力150万台に達し、市内の
Evergrandeによる自動車産業の年間経済規模だけで5000億元(約7兆8480億円)となり、市内のNEV
比率を20％に引き上げる、としている。

●

●

広州市

瀋陽市
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不動産系企業の中国NEV参入、すでに10社約6兆円も前途多難か

2019年07月12日出典： https://www.d1ev.com/news/pinglun/94598

不動産デベロッパーの富力集団が先日、華泰汽車(Hawtai Motor)への出資を
発表した。中国では不動産業界から、自動車分野、特に新エネルギー車(NEV)
市場への参入が相次いでおり、現在までに大手中心に10社がNEV市場への参
入を表明している。恒大、万達、緑地、宝能、福利、大名城などが代表例だが、
その嚆矢となったのは2015年、緑地集団が15.5億元(約243億円)を投じて、
大手自動車販売店の潤東集団の30％株式を取得したのが始まりだ。

これらの不動産企業は、完成車製造、バッテリー製造、産業基地・パーク、自
動車販売ルートなどに膨大な資金を投じており、現在までの4年間で10社によ
る総投資額は4000億元(約6兆2734億円)に達するともされている。「NEV帝
国」創造を自称するのは恒大のトップ許家印氏だが、虎視眈々とこの市場を
狙っているのは許氏ただ一人ではない。

ただし、恒大の動きが極端に盛んで、その規模も膨大であることも間違いない。一方で、宝能集団も2017年～2018年にかけて
600億元(約9410億円)を投じて観致汽車(クオロス)に出資、2019年になってからも再度出資して、その持ち株比率を63％にまで
引き上げている。

しかし、その前途は夢ばかりではない。先述の中国自動車販売店TOP100の常連だった潤東集団も、2019年には圏外となり、同年
4月には34億元(約533億円)で56社の販売店(4S店)を売却している。宝能が力を入れているクオロスも、まだまだこの先は不透明
な部分もある。そもそも、NEVは参入障壁が低いと言われるが、それでも製造や研究開発に何のノウハウもない不動産企業が対応
できるのか、という疑問は中国現地でもよく聞かれる。

逆に、自動車分野から不動産業界へ参入した例も出始めている。新興EVメーカーの今や代表格になっている小鵬汽車(Xpeng)は
2019年5月17日、肇慶鯤鵬地産開発有限公司の設立を発表している。第一汽車集団、北京汽車集団も自社の製造・イノベーション
センターの「スモールタウン化」に積極的で、これも見方を変えれば、不動産開発に他ならない。

記事では、とにもかくにも、不動産企業はすでに中国NEV市場で軽視できない存在になっており、発展には相当高い難度も予想さ
れるが、市場の起爆剤になりえる、という形でまとめている。しかし、中国のNEV市場も2019年、三桁成長が終了する可能性が高
く、2020年には補助金の打ち切りもほぼ確実視され、マイナス成長になる可能性も指摘される中で、生き残りはそう容易なことで
はないように思われる。

不 動 産 デ ベ ロ ッ パ ー

メーカー メーカー 販売店
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やはりバッテリーに問題、自然発火続発のNIOがes8をリコール

2019年06月28日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/93709

国家市場監督管理総局は2019年6月27日、「一部の蔚来
(NIO)es8のリコールに関する通知」を発表した。同日より、
2018年4月2日から同年10月19日までに生産されたバッテリーを
搭載したes8のリコールが開始される。対象台数は4803台。中国
新興EVメーカーの公的な大規模なリコールは初めてと思われる。

NIOのes8は、4月22日には陝西省西安市で、5月16日には上海市
で、6月14日には湖北省武漢市で、それぞれ発火する事故が起き
ていた。NIOに限らず、テスラも含めて、中国ではEVがバッテ
リーに関連して自然発火する事故が相次いでいた。工業・情報化
部は6月17日、「新エネルギー車の安全に関わる隠ぺいの排除活
動に関する通知」を発表、検査強化に努めていた。

NIOでは5月16日の上海市での事故以来、内部で調査を実施、その過程
で、2018年10月19日まで製造され、搭載されていたNEV-P50という
バッテリーパックに問題があることを確認、公的なリコール手続きに
入った。2018年10月20日以降、バッテリー供給元から提案され、導入
し始めた新型のNEV-P102には問題は確認されていない。このバッテ
リーパック切り替え時には、NEV-P50に問題があることは確認できな
かった、という。

一定の極端な条件下、NEV-P50内部の電圧線が摩耗し、発火する恐れ
がある、という。5月の上海市の事故以降、NIOでは、遠隔コントロー
ルとアプリのアップデートで、es8の充電を90％までに制限する措置を
講じていたが、結果的にはこの措置も、NEV-P50の問題発生を防ぐ役
割を果たしていた、という。

NIOでは、今後2ヶ月間、オーナーと連絡付き次第、同社スタッフが車
を回収、同社のサービスステーションや、バッテリースワップステー
ションでNEV-P50からNEV-P102への切り替えを行う。NEV-P50の問
題で自然発火し、それによって生じた損害も、原則NIOが補償する。

テンセント
馬化騰(ポニー・マー)CEO
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相次ぐNEVの自然発火事故で「電池」品質に対する注目再び増す

2019年08月17日

テスラやNIOの自然発火が相次いだ2019年前半、NIOはリ
コールを実施したものの、後半に突入後も、高温に伴ってか、
中国各地で新エネルギー車(NEV)のおそらくはバッテリー部
位と思われる個所からの自然発火が相次ぎ始めた。8月に
入ってから、判明しているものだけでも3件、今後も増える
ことが予想される。

これらは、NEVが急速に普及していることを反映している半
面、もともと不安が根強かった動力電池に対する一般消費者
の懸念を再燃させている。テスラはすでに世界中で自然発火
や不具合が起きており、「世界的にも認知されている」わけ
だが、また、NIOもリコール後、とりあえず、事故報告はな
い。BYDやGeelyなど中堅でも事故が起きているが、雲度
(Yudu)の事故は、やはり新興EVメーカーに対する不安を増
長させている。

新車販売市場全体に引きずられるように、補助金の低減、
2020年には打ち切りが想定される中で、急成長を遂げてき
た中国NEV市場にも陰りが見え始めている。

今回自然発火が相次いだのは、中国NEVの下降基調の始ま
りの号砲とも受け取れかねない。中国の報道でも、さすが
に日産リーフの「神話」を紹介し始めている。「かつて世
界販売NO.1だったリーフは2010年発売以来、現在までに
41万台を販売しているが、この9年、自然発火事故は実に0
件。現在に至るまで誰にも破られていない記録である」

さらに、「これは、日本政府によるEVに関する完成度の高
い法整備と、日産リーフが使用しているAESCに基づくバッ
テリーの技術力によるものと考えられている」としている。

出典： https://baijiahao.baidu.com/s?id=1641982797850440847&wfr=spider&for=pc

日時 メーカー モデル 場所

3月26日 テスラ Model S 広東省 広州市

4月21日 テスラ 上海市

4月22日 NIO es8 陝西省 西安市

4月23日 栄威(ROEWE) ei6 浙江省 杭州市

4月24日 BYD e5 湖北省 武漢市

5月12日 テスラ Model S 香港

5月18日 テスラ Model X 広東省 広州市

5月16日 NIO es8 湖北省 武漢市

6月14日 NIO es8 上海市

6月19日 長安(Changan) 重慶市

7月14日 吉利(Geely) 帝豪 湖北省 武漢市

8月10日 雲度(Yudu) π3 広西チワン族自治区 南寧市

8月13日 長城(Great Wall) 欧拉R1 河北省 保定市

8月14日 江准(JAC) iEV7S 四川省 宜賓市

2019年中国国内の主なNEV自然発火事故(各種資料から独自作成)
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トヨタ-CATLだけではない、韓国バッテリー大手2社が中国接近

2019年06月15日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/92783

日本では、トヨタ自動車と、世界最大のバッテリーメーカー寧徳時代(CATL)との提携、パナソ
ニックを中心に、BYD、GSユアサ、東芝まで巻き込んだ、電池連合の構築が話題だが、韓国
のバッテリーメーカーも中国で盛んな動きを見せている。いずれも2019年6月12日のこと。

恒大集団(Evergrande)は許家印董事長を含む視察団を組織、韓国SKグループを視察した。そ
の際、新エネルギー車(NEV)やバッテリーなどの領域での協業で合意した。SKグループの
チェ・テウォンCEOは、不動産デベロッパーとして世界TOP500入りするEvergrandeの視察
団を迎え入れることができて光栄、今後、EvergrandeがNEV分野への進出を企図、すでに強
大な技術的優位性を構築していると聞いており、間もなく世界が注目するNEVグループになる
だろう、SKグループとして、これを全方位でサポートしていきたい、と語った。

Evergrandeは2019年1月、日本を拠点とするセナット・ジャパンを買収、リチウムイオン二
次電池の技術を掌握している。許董事長は、やはり世界TOP500に名を連ねるSKグループを視
察できて光栄だ、EvergrandeではすでにNEVの全産業チェーンを完備し、今後3～5年内に世
界最大かつ実力最強のNEV企業グループになる。これに対して、SKグループのNEV、特にバッ
テリーに関する世界最先端の技術を導入できれば、より強大なパワーを得られる、と語った。

もう一つは、吉利汽車(Geely)の子会社である上海華普国潤がLG化学と合弁会社を設立、主に
EV用バッテリーを製造・販売していくことが発表された。

Geelyによれば、今回の合弁は、中国のNEV市場の潜在力に基づき、Geelyは2015年11月から
NEV戦略「ブルーGeely行動」を始動、この戦略には先進的かつ高性能のバッテリーの供給が
不可欠だと判断したことによるもの。Geelyはこの合弁から今後バッテリーの供給を受け、世
界的に過熱化するバッテリー確保争いに左右されることなく、安定供給を得られる体制の一環
と位置付けた。なお、Geelyはすでに、CATLと合弁を設立させており、2019年4月からその合
弁は始動している。

LG化学にとって、今回の合弁は、中国民族系販売台数NO.1のGeelyとの提携を通じて、サム
スン、SKグループなど自国のみならず、パナソニックなど日本メーカーとの争いにおいて、優
位性を維持する狙いがあるという。

＆

＆
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長江汽車で従業員の給料未払い問題、貴重なEV生産資格保有企業

2019年07月11日出典： https://www.d1ev.com/kol/94407

中国EVメーカーの長江汽車で従業員の給料未払い問題が発生している。複数
の現役及び元従業員がSNSなどで告発、さらに一部の従業員は本社前に横断
幕を掲げて抗議していると伝わる。

長江汽車は、1954年設立の杭州公交客車廠が前身。国有企業で、全国に膨
大にあった都市建設ニーズに合わせて、都市公共交通のバスやその他輸送車
製品を中国でも最も早くから研究開発、生産していた企業として知られる。
同社製は「杭州」ブランドの名で、地元の浙江省杭州市はもちろん、全国各
地に展開され、一躍全国区の有名ブランドとなった。

その後、杭州長江客車有限公司に再編され、さらに2013年、五龍電動車(集
団)有限公司が出資、杭州長江汽車有限公司に改名した。その際に投じられ
た資金は51億元で、杭州市の余杭経済技術開発区の80万㎡あまりの土地を
開発、当時は独インダストリアル4.0に基づいた、全く新たなEVコア工場で、
設備は最新鋭、屋根には太陽光パネルが設置され、全工場の年間必要電力の
25％をまかなえる太陽光発電を設置した、として話題になった。

2017年、中国工業・情報化部からEV乗用車の生産資格を取得、これは北汽新能源、雲度、江鈴、知豆に次ぐ、五番目の速さ。さ
らに、発展改革委員会からの生産資格も取得、北汽新能源に次いで、現在でも希少な二つの生産資格を有する企業となった。現在
も主力はバスなど商用車だが、「逸酷(eCOOL)」という小型乗用車も出している。ただし、販売状況について、各種ランキングに
その名を目にする機会はほとんどなく、不詳。

どれだけの従業員がどの規模で給料未払いが続いているのか、詳細は不明だが、およそ3～4ヶ月分の基本給未払いがベースのよう
で、長い人だと、2018年7月以降、給料が支払われていない、という。特に問題となっているのは傘下の、貴州長江汽車有限公司
で、多くの従業員がSNSで告発しているが、会社側からは現在に至るまで何の説明もない、という。

歴史から見ると「新興」とは言えないまでも、再編間もなくの経営基盤が盤石ではないEVメーカーの一つではあり、資金の欠乏が
深刻なのは間違いないようだ。ただし、保有する生産資格は現在までに極めて貴重であり、別の新興EVメーカーによる買収、ある
いは合弁展開など、企業としての救済の道はないことはない。ただ、現在も給料が支払われない従業員の生活は、厳しい状況が続
いている、という。
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米テスラ上海ギガファクトリー、市政府全面バックアップで完成

2019年08月23日

米テスラの上海ギガファクトリー
「Gigafactory 3」が間もなく完成する。
「Gigafactory 3」はテスラにとって初
めての中国工場であり、中国にとって
初めての100％外資による、EVとはい
え自動車の工場となる。

中国におけるテスラ人気はすさまじい。
中国新興EVメーカーのすべてはテスラ
に触発されて誕生・発展しており、中
国新興EVメーカーの活躍は、実はその
まま中国でのテスラ人気の指標となる。
米中貿易戦争が激化する中で、テスラ
にとって、この工場の持つ意味は大き
くなることが予想される。

中国人にとって、テスラは欲しいが、やはりその高価格がネック。特に関税が占める割合が大きかったが、これはまさに米中貿易
戦争で左右される。上海ギガファクトリーから出荷されたとしても、ある程度の関税は引き続きかかる見込みだが、米国本土から
輸出した場合の関税、送料がカットされることによる価格低下効果は大きい。

米テスラは2018年7月、上海市政府と100％外資によるEV工場建設で合意し、10月には市南方、杭州湾に面する臨港エリアでの建
設が決まり、土地を取得。2019年1月に起工していた。8月19日、テスラは市政府に対して検収申請を提出、3日後には証明書を取
得した。これは、上海市政府の証明書発行のスピード記録を更新するもの。つまり、市政府の全面的な強力なバックアップが一貫
して存在していることを意味する。

同社のイーロン・マスクCEOは2019年10月以降、この工場での製造を開始すると発表している。2019年年末までには、毎週
3000台を出荷できる体制を整える。同社の計画によれば、この「Gigafactory 3」は製造のみならず、研究開発から販売までを一
体化したものになる予定で、3年内には年産50万台の生産能力まで拡充されるという。完全に中国市場向けのみ、この工場では
Model 3とModel Yを製造する予定。Model XとModel S、ハイエンドのModel 3とModel Yは引き続き米国での生産が検討されて
いる。

出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/97541

左がModel 3
右がModel Y
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中国NEV市場、合資系シェアが13％に急増、2020年に40％に？

2019年09月14日出典： https://www.d1ev.com/news/shuju/98796

中国CASE動向のウェブメディア「第一電動」は、個人の新規自動
車保険加入件数ベースによる統計をまとめた。それよれば、中国
NEV市場において、圧倒的シェアを握っていた民族系が低減、合
資系がシェアを急速に高めていることが分かった。

特に合資各社が力を入れているPHEVで顕著であり、EVと比べ、
販売台数は少ないものの、PHEVにおける合資系の存在感の拡大が、
中国NEV市場全体における合資の比率を高めている、と言える。

また、中国新興EVメーカーは逆に、販売台数の多いEVで存在感を
示したことにより、やはり中国NEV市場全体における比率を高め
ている傾向がうかがえる。

ポスト補助金の時代、低価格のみでは生き残れない、安定・安心
の合資への人気が高まることが予想され、一部識者の間には2020
年、合資系によるシェアが40％にもなる、と指摘する声があるこ
とも紹介している。

2018年1-7月 2019年1-7月

民族

78.7%

合資

12.7%

新興

8.6%

民族

97.6%

合資

1.5%

新興

0.9%

民族

86.6%

合資

1.0%

新興

12.4%

民族

98.3%

合資

0.3%

新興

1.4%

民族

61.4%

合資

38.6%

新興

0.0%

民族

96.1%

合資

3.9%

新興

0.0%

Ｎ
Ｅ
Ｖ
全
体

Ｅ
Ｖ

Ｐ
Ｈ
Ｅ
Ｖ

327
311

227

民族 合資 新興

NEVナンバープレート発行都市数(2019年7月時点)

売れ筋都市
北京
深圳
上海
合肥
広州

売れ筋都市
深圳
上海
広州
天津
杭州

売れ筋都市
北京
深圳
広州
上海
天津
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2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年現在

高徳地図

哈啰出行

ofo小黄車

快的打车

アリババ爆買いで進む中国モビリティサービス大変革の変遷とは

2019年08月13日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/96985

テンセントが自社の決済「WeChat Pay」を活用した移動サービスの概念として提唱した「0-1-
3-5-7」(0は駐車場での無停車決済、1はラストワンマイルのシェアサイクル、3はラスト3km
の公共バス、5はラスト5kmのタクシー・ライドシェア利用、7はラスト7kmの地下鉄利用)を、
アリババも現在、「Alipay」を活用して、公共サービス機関との連携などで忠実に実行中。

テンセント系
だった滴滴
(DiDi)と
株式100％交換
による合併

10億ドルで
100％子会社化

配車サービス
各社受け入れ型

新スローガン「行，用高德」発表
地図会社から総合移動サービス会社へ

大手デジタル地図

大手シェアサイクル

大手シェアサイクル

大手配車サービス

複数回出資、
累計出資額は数十億ドルとも
現在は筆頭株主

社名を哈羅単車から哈啰出行に変更
シェアサイクルのみならず、
総合移動サービス会社に変貌

複数回出資、
累計出資額は数億ドルとも

デポジット返金取り付け騒ぎ
サービス実質停止へ
アリババが救済拒否、とも

滴滴(DiDi)に
対する断続的
出資を開始

滴滴(DiDi)とは競合となる下記各社などにも出資

2019年8月上旬、アリババが独自の移動サービスをリリースと話題になったが、それについてはアリババは
否定している。しかしアリババの移動サービスに関するエコシステムはすでに膨大。

傘下でAlipayなど運営

VS

設立

設立
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自動車部門を昇格させたファーウェイ、その車エコシステムは？

2019年06月03日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/92148

2019年03月

BYD

車以外にも無人レール交通分野も含め、AI、
5G、IoT、クラウドコンピューティング、
ビッグデータなどを共同研究へ

2017年12月

プジョー

CVMP(Connected Vehicle Modular 
Platform)に基づき、新型のモビリティ移動
サービスソリューションを提供へ

2019年04月

東風汽車

2012年提携を基盤に、湖北省襄陽市も含め
改めて提携、軽量化・電動化・スマート化・
シェア化・コネクテッド化の「五化」を進め
る

2018年06月

アウディ

5Gに基づくコネクテッドカーを開発し、2年
内に具体的な車製品をリリース、完全な自動
運転を実現する前の、補助システムを発表へ

2019年04月

中国移動通信

スマート交通と5Gによるコネクテッドカー分
野で協力、5GのC-V2Xなど、それぞれの優
位性により、自動運転産業の成熟化を目指す

2018年12月

上海汽車集団

2017年の5Gによる連携に続き、スマートモ
ビリティエコシステムを模索、CANとイーサ
ネットによる車の通信ネットワーク技術の研
究開発

2019年04月

四維図新

テンセント傘下のデジタルマップ。スマート
運転、コネクテッド、路車協調、車載コン
ピューティングと通信で協業へ

2019年01月

長安汽車

共同イノベーションセンターを設立、CASE
での共同の研究開発を加速する。主に自動運
転レベル4、5Gコネクテッド、C-V2Xなど

2019年04月

寧徳時代

世界最大手のバッテリー企業。双方の優位性
を持ち合い、スマート化発展という現市場下
で、自動車業界の電動化を加速する

米国政府からますます標的にされる、逆に言えば
5G時代の今日、圧倒的な存在感を示すファー
ウェイ。2019年4月に上海モーターショーに出
展、最近では自動車部門を昇格させて本腰。では、
そのエコシステムの実態はどうなっているのか？

資金力含む圧倒的なリソースにより、「完成車メーカーへの進出」話が絶えないファーウェイだが、自身は何度も
これを否定、「メーカーにはならず、メーカーが良い車を作るのをサポートする」立ち位置を堅持する、という。
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エコシステム拡充に努めるNavInfo、CES Asiaでも新提携発表

2019年06月13日出典： https://www.d1ev.com/news/qiye/92770

上海で2019年6月に開催されたCES Asia 2019で、四維図新(NavInfo)はレーザー開発で知られるドイツIbeo Automotive 
Systems GmbH、北京を拠点とする自動車関連技術のスタートアップ亮道智能(LiangDao)と三者間の提携を発表、その後さらに
広東省恵州市を拠点とする自動車技術に関するソリューションプロバイダーである德賽西威(Desay SV)との提携を発表した。

4月に行われた上海モーターショーでは、ファーウェイとの提携を発表、サービスプラットフォーム7、インテリジェンス運転、コ
ネクテッド、路車協調、車載コンピューティング・通信での協業を模索するとした。また、中国電信(チャイナテレコム)とは、そ
の5Gカンファレンスにおいて、自社の事業を分割した新会社に対して、戦略的投資家として迎え入れ、協業を強化した。さらに、
自動車用「スマートアイ」と呼ばれる、自動車運転事情を考慮したアルゴリズムを構築しているMinieyeを実質的に傘下に収め、そ
の成長を後押しする。

2019年2月にはBMW中国と、自動運転マップ及び関連サービスのライセンス協議を締結したNavInfo。BMW中国が2021～2024
年に発売するBMWブランドの車両にレベル3及びそれ以上の自動運転マップ製品やサービスを提供していく。また、関連は不明だ
が、NavInfoはすでにドイツに拠点を構えている。

2019年の前半だけで、NavInfoが中国のデジタルマップ、自動運転、コネクテッドの方面で急速に存在感を示し始めており、その
エコシステムを拡充させてきている。。テンセント系のNavInfoとしては、斑馬智行(Banma)を基軸に車載専用OSであるAliOSの
啓蒙普及と営業に努めているアリババを猛追していく体制が整ったか。

VS

提携

出資

サービス

NavInfoのエコシステム
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第二のファーウェイ？ ドローン最大手深圳のDJIが米国で批判

2019年06月25日出典： https://jp.reuters.com/article/china-us-dji-drones-idJPKCN1TP2Z7

民生用ドローン(小型無人機)の世界最大手である中国の大疆(DJI)は2019年
6月24日、米カリフォルニア州にある同社の倉庫でドローン「マビック2エ
ンタープライズ」の製造を開始する計画を明らかにした。ただ、米議会の一
部では中国製ドローンについて懸念の声が上がっている。ロイターが報じた。

DJIは2006年に深圳で創業した。創業者は浙江省杭州市生まれの汪滔氏で、
汪氏は香港に留学、香港の大学を卒業後、深圳で起業。現在は、広東・香
港・マカオグレーターベイエリアの一角、香港と深圳でのイノベーションを
象徴する企業として知られる。業績は非公開だが、2018年の最終利益は40
億元(約623億円)前後とされる。

深圳そのものが、世界のドローンの7割を製造する、ドローンの都であり、
DJIはその頂点に君臨する。今回の米国生産についてDJIは、「新たな投資を
通じて米国での足場を拡大することで、顧客により良い形で製品を提供し、
米国で雇用を創出し、米国のドローン業界を強化できる」としているという。

しかしDJIはその数日前、米上院の商務小委員会で行われた公聴会で一部議員や安全保障の専門家に批判
を受けている。中には「中国と取引をするのは異常なことだ。われわれはできる限り米国製品を購入す
べきだ。中国はわれわれの友人ではない」との意見もあったという。

トランプ大統領は2019月6月10日付の大統領覚書で「小型無人航空機システムの国内生産能力は国家防
衛に必要不可欠」と表明、通信機器などと同様、「安全保障上重要な製品」と位置付けた。

一方で、米国では多くの政府機関がDJI製のドローンを使用している。先の公聴会でも米国はDJIに「過
剰依存」していると指摘された。DJIも公聴会に対する批判に反論、「影響が波及すれば経済成長を阻害
し、国民を守り人命を救うためにDJI製ドローンを使う公務員が身動きが取れなくなってしまう」と指摘。

一面、すでにDJI自身、米国に深く入り込んでいることを認識し、それを恐喝材料に近い形で表明してい
る、ともいえ、米政府の強硬派の反発を買う可能性がある。ファーウェイしかり、米国を超える強国目
指すと言っても、中国企業にとってもなんだかんだと米市場は極めて魅力的かつ重要。DJIが米国政府か
ら本格的に敵視される、第二のファーウェイになる可能性はなくはない。

深圳市内にあるDJIのドローン
専用ショールーム。定期的にド
ローン飛行のデモが行われる。
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DJI、スムーズ走行・対戦も可能なロボット発売、日本でも浸透

2019年07月08日出典： https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/07/1dd5c075e328dce3.html

広東省深圳市に本社を置く民生用ドローン(小型無人機)メーカーの最大手、大疆創新科技
(DJI)は2019年6月12日、教育用地上走行ロボットの新機種「機甲大師RoboMaster S1」
を日本と中国で同時に発売すると発表、それから約1ヶ月、AMAZONでも6万円台で購入
可能で、中国より、特に日本で、SNSや関連動画が続々とアップされ、話題になっている。

このロボットは46個のプログラミング可能な部品から構成されている。Scratchと
Pythonのプログラミング言語に対応しており、楽しみながらプログラミング、ロボット
工学技術を学べるように設計されている。完成すれば、スムーズに走行する装甲車のよう
なものとなり、「ゲームのマリオカートのような感覚を味わえる」と評判。また、ゲル弾
を発射できるようになり、対戦プレイも可能で、実際、その様子が動画で確認できる。

DJIはドローン市場の頭打ちを懸念し、2013年からプログラミングを学びたい人を対象とした教育用ロボット
の研究開発をスタートさせた。実際、世界のドローン市場は2025年あたりまで、ほとんど倍々に近い成長が
見込まれるが、すでに圧倒的な世界シェアを握るDJI自身が、その倍々成長の恩恵に預かれるかは不透明な部
分もあると考えられたか、相当前から準備を進めていたことになる。

2015年からは中国の大学生を対象にDJI RoboMasterロボット競技大会を主催したり、2017年には日本のダ
ンデライオンアニメーションスタジオとGONZOにより制作されたアニメーション「ロボマスターズ」を日本
のWOWOWアニメプレミアと中国大手動画配信サイトのテンセントビデオで上映したり、青少年を対象に、
ゲーム感覚で楽しみながら科学やプログラミングを学べるSTEAM教育の開発と市場の育成に取り組んできた。

STEAMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(ものづくり)、Art(芸術)、Mathematics(数
学)の五つの単語の頭文字を組み合わせた造語。STEAM教育ではこの五分野が重視されている。

日本では、経済産業省の「未来の教室」実証事業で、STEAM教育プログラムを採択している事業者と協力し
ながら、ロボットプログラミング教育カリキュラムを教育機関向けに開発している。2019年夏に提供を開始
する見通しで、これを機にDJIは日本のSTEAM教育市場にも本格参入する予定だ。

DJI製ドローンはすでに日本の一部ドローン愛好家の中では圧倒的な人気を博すが、STEAM教育やロボット、
スムーズな走行や白熱の対戦など、確かなユーザーエクスペリエンスで日本に徐々に浸透していくかもしれな
い。
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データで見る中国のフードデリバリー市場、美団が圧倒的存在感

2019年09月05日出典： https://forbesjapan.com/articles/detail/29515

日中フードデリバリ―市場比較
中国のデータは調査企業Trustdataによる

日本のデータはエヌピーディー・ジャパン株式会社による

約4048億円

約8兆9000億円

美団(Meituan)

65%

餓了麼(E le.me)

27%

その他

8%

傘下
筆頭
株主

VS

店直接

36%

出前7

44%

その他

20%
出前7は、Uber Eats、出前館、ごちクル、
dデリバリー、楽天デリバリー、ファイン
ダイン、LINEデリマの総称

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1-6月期

売上高 最終損益

億元

2019年4-6月期では売上50％増、大赤字事業
モバイクを抱えながらも黒字化を達成。株価も
2019年初頭から8月末までに80％上昇

中国のフードデリバリ―
市場は日本の21倍

中国市場シェア

日本市場シェア

美団業績
同社アニュアルレポートより

日本中国

2018年4月、毎年数百億円規模の赤字を出し
続けるモバイクを、約34億ドル(うち債務7億
ドル引き受け、実質約27億ドル)で買収
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